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狭い門からはいりなさい。滅びに至る門は大きく、その道は広い

からです。そして、そこからはいって行く者が多いのです。いのち

に至る門は小さく、その道は狭く、それを見いだす者はまれです。
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トップストップストップストップス力力力力のののの結集結集結集結集
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TOPSのバナーにはこま

が三個配されています。

TOPSのTOPTOPTOPTOPとは独楽(こ

ま）と言う意味もあります。

こまは軸を中心に回転し

自由に動き回る。回転しな

ければ、倒れてしまうもの

です。トップスクラブは止

まる事なく躍動し続けると

言う意味でもあります。

　このトップスクラブは自己研鑽の場としては最高のクラブです！そして私も含め全てのトップスクラブメンバーが更なる「徳」を積み結束の輪を

強固にして新しいメンバーの皆さんをその輪に入れる事を続けて行けば、必ずこのトップスクラブの輪は大きく豊かに成長し、「人が人を呼ぶ」

という「成功スパイラル」が起き絶対に「日本一」のクラブになることでしょう！前期東田会長にはその滑走路を作って頂きました。今期私は「学

び」と「楽しさ」を付け加え、「トップス力」を結集し日本一に向かって加速して飛び立ちたいと思います。

　メンバーの皆さん！一年間よろしくおねがい申し上げます。

京京京京 都都都都 部部部部 主主主主 題題題題

　 いよいよその時が来た！って言うのが今の正直な気持ちです。新山（アラヤマ）ワイズにお誘い頂き入会させて

頂きましたトップスクラブですが、入会当初はまさか自分が会長になるなんて思いもしませんでした。しかし入会

以来トップスクラブのメンバーの先輩の皆さんとご縁が出来て、そして私よりも新しいメンバーの皆さんともご縁出

来ました事は、私の人生にとって非常に大きな財産です。本当に皆さんありがとうございます。その「感謝」の気

持ちをもって１年間トップスクラブの会長を務めさせて頂きます。

　私が常々感じてる事ですが、このトップスクラブには他クラブにない素晴らしい「魅力」が存在しています。いつも私は申し上げていますが、

「個々の人間力とその結束」であります。ＥＭＣ委員長を務めさせて頂いた時にこの結束の輪をもっともっと大きくしたい！って純粋に思いまし

た。そしてその輪が必ず日本一になる！という事も確信致しました。その根拠は何か？と申しますと・・・

　人間が幸せで豊かな人生を歩むために必要な要素が大きく分けて３つあると私は思っています。

　１つ目は、当たり前ですが「体」に「栄養」が必要です。２つ目は、これも当たり前ですが「脳」に「知識」が必要です。３つ目は、「心」に「徳」が必

要です。この「徳」とは、「あの人って人徳があるよね」ってよく耳にすると思いますが、この「徳」とは「人徳」の事です。皆さんの廻りにも必ず存

在されていると思いますが、この人徳のある人は例外なく幸せで豊かな人生を歩まれていませんでしょうか？そして人徳のある人の廻りには人

が集まり笑顔が絶えないのではないでしょうか？人徳のある人は人生を歩みながら「徳」を積んでこられた人です。ではその「徳を積む生き

方」ってどういう生き方か？これは「他の人の気持ちを明るくしたり、気持ちを軽くしたり、元気にしたりする」生き方だと思います。私がこのトップ

スクラブのメンバーの皆さんに「人間力」と言う表現をしていた事は、実は「人徳」だったのです。特に先輩メンバーの皆さんに強く感じたのが、

全てのメンバーの皆さんがこの「人徳」を持たれていた事なのです。様々な奉仕クラブやワイズメンズクラブも沢山ありますが、トップスクラブの

ように、全員が「人徳」を持ち一枚岩で結束している！こんなクラブが他に存在するでしょうか？私は存在しないと思います。
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MC のC はConservation。クラブ発展はクラブの健全な運営と維持・存続から。

今一度、クラブが健全に運営されているかチェックしてみましょう ！
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「「「「トップストップストップストップス力力力力」」」」のののの結集結集結集結集！！！！



　6月9日に第15回西日本区大会1日目が滋賀県立文化産業交流会館で開催されました。

　式典では、各部ごとにクラブのバナーセレモニーがあり我クラブは、東田会長が満面の笑みを浮かべながら行進さ

れました。滋賀大学のオーケストラの演奏あり、長浜市市長　藤井様の来賓祝辞等があり、リフレッシュタイムでは滋

賀学園チアリーディング部レイカーズは小学生ぐらいから中学生ぐらいの子供たちが見事な演技をされていました。

近江高等学校マーチングバンドの演奏も聴きごたえ、見ごたえがありました。

　懇親会は場所をかえ長浜ロイヤルホテルに移り開催されました。鏡開きをして乾杯の発声をされました。最後のほ

うではアピールタイムがあるので次期京都部部会のアピールを来ていたトップスクラブメンバー全員で舞台の上でア

ピールしてきました。3会場もあったので全ての場所でアピールしました。

　２日目は長浜文化芸術会館に場所を移し、表彰・引継式等が行なわれました。次期は笠井地域奉仕･環境事業主

任を出し、船木京都部部長も出し、その引継式も行なわれました。今年のトップスの表彰されたのは、CS・TOF・FF献

金トリプル達成賞、「Yサ・ASF自由献金」達成賞、青年会員獲得賞、出席率90%以上達成賞でした。

滋賀県立文化産業交流会館

日時：

加藤信一加藤信一加藤信一加藤信一YYYY''''ssss

日時： 2011年6月9・10日

場所：

　又々例会の原稿を書く事になりました西浦です。

　今日は引継例会！ビールの飲める楽しい例会です。ゲストにはDBCを締結している柏クラブより志村夫妻が参加し

て下さいました。

　又、幡山ワイズの入会式が行われました。のんちゃん入会おめでとうございます。

　そして各種表彰式、委員会引継式の後、引継例会恒例のスクリーンを通して数々の

素晴らしい映像を見せてもらいました。

　東田会長のこの一年の御活躍。震災復興・例会・各種行事における会長の勇姿ばかりです。会長のお兄さん、お

子さん、奥様より温かいコメントを頂戴しました。ありがとうございました。

　後、トップスのみんなから会長への一言の映像が流されました。私は相変わらず清志郎をやった時の写真でした。

いつまでこのパターン続くんやろ。

　最後は会長引継式で締めとなりました。

　東田会長一年間お世話になりありがとうございます。

　牧野新会長、来期ぐいぐいとトップスのメンバーを引っ張っていって下さい。

　例会終了後は髙坂ワイズの店で２次会。三上さんで３次会。河原Bワイズと4次会。終わりはテグで冷麺食って帰り

ました。

西浦功西浦功西浦功西浦功YYYY''''ssss

2012年6月16日

ウエスティン都ホテル京都場所：



 19期がスタートしました。牧野会

長を全力でサポートし一年間副会

長として頑張っていこうと思いま

す。至らないところが沢山あると

は思いますが一生懸命頑張ります

ので、皆様どうぞ宜しくお願い致

します。

副会長　新山　兼司

 我クラブは、ここ数年の会員増強

により急成長しているクラブとな

りました。

 引き続き継続をして頂くことも大

切ですが、牧野次期会長がこの会

員増強に対して、大変熱心に取り

組まれたことは忘れてはなりませ

ん。会員数が増えることにより幅

広い交流ができ、お互いに学ぶこ

とも多く、いい相乗効果が出るよ

うになっています。副会長として

クラブをまとめるうえで、活発な

会員交流を推進し、クラブ活動の

充実を高め、会員個々のクラブに

対する価値観を高揚して頂くよう

努力していきたいと思います。

副会長　高坂　幸征

　思い返せば数年前…あの時は第

一書記、もといっ！、スーパー書

記の加藤信一ワイズと一緒に書記

を担当させて頂いたのですが、お

んぶにだっこ状態でほとんどお役

に立てなかった次第です。今回は

皆さんのそして牧野会長のお役に

立てるスーパー書記を目指して廣

田書記と共に頑張ります。皆さ

ん、よろしくお願いいたします！

書記　倉　卓也　



メンバー数 名

（広義会員2名含む） 現金 円 6 月 円 6 月現金 円 6 月 ｃｃ

出席メンバー 名 切手 円

ゲスト 名

メネット 名

メーキャップ 名

出席率 % 累計 円 累計 円 収益累計 円 累計 ｃｃ
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書記　廣田　隆治　

ドライバー事業委員長　　　　　　森田　茂実

 今期、三役（会計）と言う大役に抜擢して頂きました石

田です。最初にお話し頂いた時は、「何かの間違いで

は？」と思ってしまうほど私に勤まるのか不安いっぱい

です。

 お声掛け頂きました牧野会長に泥を塗らぬよう、また

トップスのお役に立てるよう必死に食らいついて行こう

と思っておりますので、至らぬ点ばかりでは御座います

が一年間どうぞ宜しくお願い申し上げます。

スススス ママママ イイイイ ルルルル

　牧野会長からドライバー委員長の依頼を受けた時は、

「えっ！俺でいいの？」という思いがあったのですが、

これまでの私の乏しいワイズ経験の中でドライバー委員

会には縁が無かったので、思い直してお受けさせて頂き

ました。初めての経験ですが「楽しく、スマートに」を

主題にメンバーに楽しんでもらえる「例会」をそして、

規律ある「例会」を目指して行きますので、御協力を宜

しくお願いします。

会計　石田　博紀　

ＹＭＣＡｻｰﾋﾞｽ・ﾕｰｽ事業委員長　　　千賀　俊男

地域奉仕・環境・ｳｪﾙﾈｽ事業委員長　　清水　寿和

　ＣＳ委員長を拝命致しました、清水寿和です。宜しくお願い致

します。主題は、｢みんなは一人の為に、一人はみんなの為

に。｣です。地域の一人一人が、笑顔で生活出来る様にお手伝

いする事が、奉仕ではないかと考えております。又、一人一人

が地球環境を守り、次世代に美しい地域を残す事が、環境事

業.と考えております。エコは、人間の意識が大事だと思います

ので、一人一人出来る事から始めて行きましょう。

　今期は、西日本区ＣＳ主任として笠井ワイズを輩出しておりま

すので、全面的なバックアップ体制を当委員会ではとって行き

たいと思います。各メンバーの個々の力を発揮する為には、

チームワークが大切だと思いますので、親睦を深めて高レベル

で自己研鑽する事が目標です。

交流事業委員長　加藤隆司

　牧野会長期の書記２名の１人、廣田です。倉ワイズと一緒に牧野会長に思いきり活躍して頂ける様に書記として支

えていきます。

 書記の役割は、会合、役員会の記録、外部との連絡、例会及び行事の記録と出席表の作成、メーキャプの受付と依

頼、ゲストのネームプレートの作成等、地味ですがどれも大切な仕事です。三役のうち書記は始めてなので、ワクワ

クしています。

 今クラブで一番輝いている牧野会長に任命して頂いて光栄です。

　皆様、いつもありがとうございます。トークが面白いでおなじみ

の八木でございます。

　今期、牧野会長よりEMC委員長としての活動を任命され、な

んとか、その期待に添うべく頑張りたいと思っております。

　今期は、新メンバーの増強という分野に併せて、現メンバー

間の更なる結びつきと、チームワークの強化にも取り組みたい

と考えております。そこで、皆、皆様方には、色々とご協力をお

願いさせて頂くこともあるかと存じますが、そんな時は何卒よろ

しくお願い 申し致します。

フフフフ ァァァァ ンンンン ドドドド

会計　舞田　智之　

例例例例　　　　　　　　会会会会　　　　　　　　出出出出　　　　　　　　席席席席
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 今期、交流委員長をさせて頂く加藤隆司です。

　主題は「思いを描く～明るい未来の姿を描けるクラブ～」とさ

せてもらいました。

　クラブの今まで以上の勢いを感じ、メンバーの思いを反映で

きる事業とできればと　思います。

　ＩＢＣ・ＤＢＣはもちろんですが、クラブ内の交流にも努力したい

と思います。

　みなさん、ついて来てくれや、ワレ～♪。

ＥＭＣ事業委員長　八木　薫史

　久しぶりに委員長を拝命いたしました。

　牧野会長の期待に答え、そしてメンバーの皆様に楽し

さを伝えなければと決意を新たにしています。（これ本

当）

　主題は「原点に帰る」と言う一見ありきたりの様です

が、新メンバーも多くなりましたので、少し気を引きし

めて、ワイズメンズクラブの原点たるYMCAとの関係を明

確にし、それをお伝えできればと思っています。

　私は、人事部のアウトソーシングの様な仕事をしてお

り、ついつい失礼ながら「新入社員研修をする様に」を

基本方針としてしまいましたが、この1年間は楽しく事業

を進めて行きたいと思っております。

　新しいメンバーの皆様も、例会だけではなくオプショ

ン事業も積極的に参加して、メンバー間の交流を深め、

その交流の中で反応する自分、自分の意外な側面、新し

い自分を見出してください。

献献献献 血血血血

40

80093

1

BFBFBFBFポポポポイイイインンンントトトト

　今期会計として三役に入りました、舞田です。

会計はあまり得意では有りませんが、牧野会長に恥をか

かさぬように、精一杯頑張ります。

　そして実務にも活かせるように勉強したいと思ってい

ます。

　一年間よろしくお願いします。

0 0 0 0
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ブリテン・広報事業委員長　　　　　巴山　直久

　準備という活字が前に付いているので、特別に20周年

に何をするかは考えないで委員会を進めて行きます。ま

ずはメンバーの思いを吸い上げて何をすればメンバーに

とって一番なのかを模索し考えて、次期の実行委員長に

引継ぐことを使命として委員会運営に努めます。皆さん

のご協力を切にお願いします。

　今期、ブリテン・広報事業委員長をさせて頂く巴山で

す。

　主題「おもしろき事もなき世をおもしろく」をモッ

トーに委員会を通じて、トップスクラブを少しでもおも

しろいものにしていければと思っております。

　経験不足で迷惑をおかけするかもしれませんが、ハー

トで乗り切りたく思います。（すみなすものは心なりけ

りですから）

　暖かい目で一年間ご指導お願いします。

20周年記念準備委員長　　　　　乙坂　優次

　今期から、みなさんにお願いする事となる【私の流儀】について、

　第一回は私、巴山よりその主旨を含めてお伝えさせていただきます。

流儀となると大層な言い方でありますが、普段から大事にしている事などを少しだけ聞かせてもらえればと思

います。

というのも私がトップスクラブに魅力を感じた点の一つに、メンバーから自然ともれる言葉が、私に大きな刺

激を与えてくれるからです。

　起承転結でキッチリ構成された話ではなく、何気なく軸としているもの（それが仕事でも、遊びでも、家族

の事でも、生き方でも）知ることができれば、トップスメンバーに出会えた意味に厚みが生まれるのではと考

えます。

　さて、【私の流儀】です。出会いに対して大事にしたいと思っている事です。

　実は、ある人の影響で大きく考えが変わった事なのですが【騙されてもいいんじゃない】って事です。

　人間、初めて出会う人（特に仕事の上で）に対しては、「騙されるんじゃないか」「利用されるのではない

か」とついついネガティブな想像が先行するものですが、そんなふうに思っている人を相手方が「良くしてあ

げよう」とは思わないのではという事です。

　思い切って【騙されてもいいんじゃない】の気持ちで、自分が納得する所まで、真心をもって接していけ

ば、結果は後でわかる事だと。そう思える事で、人との出会いが少しずつ広がっていき、初めての事にあまり

怖気づかなくなっているように思えるのです。

　徹底して実践できている訳ではないのですが、そんな事を【私の流儀】としたいです。

巴山直久巴山直久巴山直久巴山直久YYYY''''ssss

先日まで会長だった私、今度はヴィジョン委員長の看板

で再登場です。今までヴィジョン委員長と言えば怖くて

クラブに詳しいキーメンバーばかり　っと言った感じ

だったので私の様な無知でシャイでキャシャな者が務ま

るのか心配ですが船木部長の強力なラッセルパワーで、

ヴィジョンの定番 クラブの短・中・長期の模索と牧野会

長がいつもおしゃるメンバーの心に中のクラブの優先順

位を上げる事にも頑張って行きたいです。あんまり押し

強くない委員長ですが宜しくお願い致します。

　この「トップスクラブ」に入会して約１年半の月日が経ちました。まだまだ「ひよっこ」の私をこの度、ファンド委員長に命じていただ

き誠に光栄に思っております。皆さん、ありがとうございます？さて、皆さんは日々経営者のトップとしてご活躍されておられると思い

ますが、ここで皆さんに質問です。従業員さんの「人材教育」はどのようになされてますか？研修会を開いたり、先輩が後輩の指導

に携わったり、時にはセミナーに参加してみたりと方法は様々だと思います。私が思う「人財共育」とは、人は財産・宝です。一緒に

学び育つことだと・・・人間という動物は、この世の中で最優秀な生き物です。喋れます、考えます、字を書くこともできます。何もな

い無人島にあなたは行きました。電気もガスも何もありません。さて、あなたはどうしますか？人間は、その場その場で考え行動する

んです。不思議でしょう！？枝を切りヤリの代わりとし、海へ魚を取りに行くんですよ（驚）生きていくために。さて、私は何が言いた

いでしょうか？解かる方は→いらっしゃいませんよね～　「トップスクラブ」に入会し、月日が経てば徐々に色んなことがわかることで

しょう。まあそれもありですけどね！何も知らない解からないことを任せると、最優秀な生き物「人間」は、その場その場で考え行動

するんですよ。正しく「人材教育」なんですよね。今回の新米委員長の私でもですよ！主題に戻り、今年度は「ファンド事業成功なく

して、トップスクラブの発展なし！！」と命題（恐）し頑張ります。皆様方の絶大な“強力なるご協力”いただけると信じてます。「ファン

ド事業成功なくして、トップスクラブの発展なし！！」ですよ皆さん！！！

こんな私ですが、今後もＭＡＩＬＤに支えてください。宜しくお願い致します。ｍ（――）ｍ

ビジョン事業委員長　　　　　　　　東田　吉末

ＢＥ・ＥＦ・ＪＷＦﾌｧﾝﾄﾞ事業委員長　田頭　邦彦



キックオフ例会：舞田ＹＳ

部会ﾘﾊｰｻﾙ例会：石田ＹＳ

自己紹介 ： 幡山Ｙ Ｓ

自己紹介：東剛士ＹＳ

　　　　：安田雄策ＹＳ

ﾘﾄｾﾝ準備ﾜｰｸ：廣田ＹＳ

　　　　：石飛ＹＳ

　　　　：寺内ＹＳ

国際大会：未定

平和の集い：未定

青い空ｷｬﾝﾌﾟ：未定

私の流儀：千賀ＹＳ

ＥＭＣ懇談会：未定

私の流儀：清水ＹＳ

　　　　：東田ＹＳ

　　　　：河原祥博ＹＳ

９月号

ヘッド：八木ＹＳ

納涼例会：倉ＹＳ

　このコーナーでは、特にテーマを決めずに編集者からのお知らせを書かせてもらおうかと思って

おります。

　メンバーにおかれては、皆さんにアピールしたい事がありましたらブリテン委員会にお知らせ下さ

い。

　先ずはブリテン委員会よりのお知らせです。今期のブリテンは通年で原稿依頼をお願いするメン

バーを予定しております。ブリテン紙面の最終面に次月及び次々月号にてお願いするメンバーを掲

載しております。ご協力お願いします。

ブリテン委員会より

原稿のお願い及びお知

らせ

８月号

ヘッド：高坂ＹＳ

４.オリエンテーション講座　～京都ＹＭＣＡの願いと会員活動を

よりよく知っていただくために～

　この講座は、維持会員ＢとしてＹＭＣＡ活動を積極的に担って

いこうという意欲のある方を対象に、ＹＭＣＡについての理解を

より一層深めてもらうための講座です。

　日時　２０１２年８月２０日(月)　午後７時～９時

　場所　京都ＹＭＣＡ　三条本館　２０１号室

　対象　京都ＹＭＣＡに入会して１年以上の方で定款に定めら

れた目的に賛同し維持会員Ｂとなる志のある方

申し込み方法　８月１６日(木)までに　申込書に必要事項をご

記入の上　ＹＭＣＡ受付またはＦＡＸ、Ｅ-ｍａｉｌ(申込用紙にある

事項を)でお申込みください。

お問い合わせ　会員部０７５－２３１－４３８８

5.ボランティアセミナーのご案内

がん患者さんとそのご家族へ　第66回　苦しみ、悩み、不安を

共有しませんか。

　　　この会は患者さんとそのご家族が抱いている苦しみや悩

みについて、患者さん同士、そのご家族同士が話し合い、がん

とうまく付き合うための情報交換の場です。

　　　　　日　時　７月２１日(土)　午後７時～９時

　　　　　場　所　　京都ＹＭＣＡ(三条柳馬場)

　　　　　参加費　　お一人　３００円

※ お申込は京都ＹＭＣＡ 電話(０７５)２３１－４３８８または

vb@kyotoymca.or.jp

お問合せ・お申込は

　京都ＹＭＣＡリトリートセンター事務局（０７５）２３１－４３８８

３.ＹＭＣＡサマープログラム参加者募集中！

　ＹＭＣＡでは今年の夏も、子ども達のための楽しいキャンプや

スクールを準備しています。

　全てのプログラムは、まずはお電話にてお申し込みください。

各プログラム定員になり次第キャンセル待ちとなります。

　　キャンプ・デイキャンプ　電話　　０７５－２３１－４３８８　（お

問い合わせも左記電話まで）

　

短期集中スイミングスクール、鉄棒・とび箱が好きになる教室・

幼児わくわく体育教室

　電話　０７５－２５５－４７０９（お問い合わせも左記電話まで）

１.リーダー研修が始まりました。

大学生ボランティアリーダーに１回生３４名が登録し、トレーニ

ングが始まりました。６月２日～３日リトリートセンターにおいて

一泊二日で新人、経験リーダー９８名が、経験に応じＹＭＣＡ理

解、リーダー論、グループワーク、子どもの発達理解、現代社

会の諸問題、国際理解教育などの研修を行いました。今後、

救急法や発達障がい、キャンプなど専門別トレーニングを受け

ながらそれぞれの配属に応じ、子どもたちのリーダーとして活

動を始めます。リーダー養成のための奉仕活動基金への募金

よろしくお願いいたします。

２.公益財団法人　京都ＹＭＣＡ第１回会員協議会が開催されま

した。

　６月２２日会員協議会が開催されました。予算、決算、事業

計画、事業報告のほか、日本ＹＭＣＡリーダー認証や各ワイズ

メンズクラブ会長への感謝状贈呈がありました。


